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2020-2021 年度

第 2670 回例会
令和 2 年 10 月 7 日 (水) 曇り

RI 会長／ホルガー・クナーク
地区ガバナー／久保田 英男（鎌倉 RC）
会長／築城 忠生
幹事／天野 耕一郎
会報委員長／田村 貴寿

会長挨拶

©

点鐘

築城 忠生 会長

ロータリーソング

君が代・奉仕の理想
四つのテスト 井戸川秀治会員

司会

田中 徹 会長エレクト

今後の予定
2020-2021 年度／築城 忠生会長
久々に皆さんの元気なお顔を拝見して、やっぱり例会はこ
うでなければいけないと思いました。8 月から 4 回、ZOOM
による例会を行いました。皆様にはご負担をお掛けしまし
たが、ご協力頂いたことに感謝いたします。先程、理事会が
ありまして、コロナはまだ終息はしていませんが、近隣の情
報、政府の方針等を加味し、10 月からは通常通りの例会を
行うことになりました。引き続き宜しくお願いいたします。
1 点だけ注意事項があります。年内はお酒を伴う宴席の公式
行事は自粛しましょうという事になっています。委員会等
の少人数でしたら大丈夫ですが、クラブ全体としては、年内
は控える事にしています。また、報告ですが、秋に予定され
ていました公式行事が全て中止になっています。残念なが
ら、ふれあい授業も中学校のカリキュラムの事情で中止と
なりました。ダンスフェスティバルは 2/11 に開催予定で
す。実行委員会には開催をお願いしました。今、子供達が、
元気がなくなっているので、このダンス大会を子供達に夢
をプレゼントするという趣旨で力強く開催したいと思って
います。感染対策もしっかりとしながら、広告も出し、公共
イメージの向上に繋げたいと思います。皆様のご協力をお
願いします。
本日は、お二人の方に卓話をお願いしています。初めての卓
話ですので、楽しみにしています。宜しくお願いします。

・10/14 [第 2671 回]
・10/21 [第 2672 回]
・10/28 [第 2673 回]

卓話：萩原庸嘉君・濵尾ゆかり君
休会
クラブ研修リーダー・セミナー

幹事報告
★ガバナー事務所より
・10 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝105 円
・2021-22 実施年度向け 第 1 回地区補助金説明会のご案内が
配信されております。
日時：2020 年 10 月 24 日（土）14：00 ～ 16：00
場所：JR 藤沢駅南口 第一相澤ビル６階・8 階 会議室
申込：10/19(月)迄
★第 7 グループ IM 実行委員会より
第 1 回第 7 グループ IM 実行委員会開催のご案内が配信され
ております。
日時：2020 年 10 月 20 日（火）18：00～
場所：和膳 照國
※実行委員にはＰＣの知識やスキルに長けている方を希望
返信：10/13(火)迄
★米山梅吉記念館より
館報と賛助会員入会のお願いが届いております。
★伊勢原大神宮より
例大祭のお礼が届いております。

出席報告
スマイル報告

村山恵子／出席委員長

礒﨑貴史／スマイル委員長

築城忠生君、天野耕一郎君、田中徹君、東学君、松下孝君、
飯田隆三君、井戸川秀治君、堂前慶之君、東井重和君、
戸田裕士君、外谷正人君、細野圭司君、加藤桂君、堀口雅巳君、
熊谷勝利君、佐藤美成君、礒﨑貴史君
[配偶者誕生祝い] 外谷正人君
[結婚記念祝い]
荒巻哲朗君／須藤宜弘君
[創立記念祝い]
荒巻哲朗君

会員数

出席計算に用いた数

53

52

出席者数

出席率(％)

32

61.53

前々回修正出席率(％)
62

MAKE UP
[事前 MUP]
外谷正人君→社会・国際奉仕委員会
田村貴寿君→職業奉仕委員会

[事後 MUP]
井戸川秀治君→伊勢原中央 RC

委員会報告
＜鈴木康弘/R 財団委員長・米山奨学委員長代理＞

[財団寄付]
[米山寄付]
本日 2 口 ご寄付をいただきました。 本日 2 口 ご寄付をいただきました。

表彰式
[第 1 回ゴルコンペ表彰式]
9 月 17 日（木）伊勢原カントリークラブ
1 位 松下君／2 位 飯田君／3 位 天野君
ニアピン賞 堂前君(2 つ)／東井君／井戸川君
ドラコン賞 井戸川君／小林様(ゲスト)
ベスグロ賞 堂前君
5 位 和田君／7 位 佐藤君／10 位 東井君／15 位 品田様／16 位 礒﨑君／17 位 堀口君

卓話
経歴と仕事／和田毅君
私の経歴、仕事内容をお話しします。
帝人メンズショップという会社に入社し、当時は日本一のメンズショップと自負しながら、VAN 等のアイビールック
の服を販売していました。全国に２２箇所店舗を持っていました。私は横浜ジョイナスの店舗にいましたが、当時は
JPRESS の服を着てリーガルの靴を履いて行きました。そうすると店長に呼ばれ、靴下が服に合ってないから履き替
えろと言われ、すぐ買った覚えがあります。それから、服装について勉強しました。最終的には銀座本店に居ました
が、アパレルはそれほど儲からず、給料も上がらないので、転職しました。そこは美容器の販売会社でした。中国や
ヨーロッパから輸入して販売していました。頑張って売上を上げたところ、昇格しました。夜も寝ずに休みも取らず
10 年間働きました。その後、50 歳で今の会社を立ち上げました。引き続き美容器の販売をしましたが、なかなか売
れず 2 年で会社が立ち行かなくなり、畳もうとしていたところ、お世話になった人に背中を押され、再スタートする
事にしました。闇雲に頑張ったところ、徐々に広まり、何とかなって来たところです。ロータリーに入って、皆さん
にお会い出来て本当に毎日楽しいです。今後とも宜しくお願いします。

コロナ禍と銀行の取り組みについて／高橋研君
１．
取引先さまの資金繰り支援
（１） 売り上げが、まったくない！～こんなことは初めて！借りるのも初めて！～
毎日売上がある企業が売上が全くなくなったせいで、資金繰に困り支援が必要になりました。銀行として
も想定していたので、従業員をフル稼働し対応しました。3 ヶ月間で 6 千億円の融資をしました。
（２） これまでの危機との違い～今回に限って銀行は悪くない（＾＾；）～
バブル崩壊以降は、過剰な融資や銀行の倒産等で、皆さんにご迷惑をお掛けしたこともあったと思います。
コロナ禍では今まで良かったと思われていた鉄道、流通、ホテル等の業種が大きく影響を受けました。
（３） 無利子融資の衝撃～借りないと損か？～
これだけ無担保融資や保証協会の枠が広がる機会は今までにはありません。過去何度か緊急枠はありまし
たが、ここまで手厚いのはなかったと思います。
（４） 経済を回していく～経済が回らないと、あと半年もたない・・・～
お借り入れをして頂いて、動きを活性化し、みんなで経済を回して行かなければならないと思います。
（５） 時代は１０年ごとに繰り返す
～バブル崩壊、リーマンショック、コロナショック～
次のピンチに備え、資金繰りの見直し、保険等、リスク管理について考えておく必要があります。この機
会に考えるといいと思います。
２．
Ｗｉｔｈコロナ
（１） 不動産は好調！～東京一極集中は変わらない！伊勢原に移住する人も！～
感染者数が 0 にはならないので、ずっとこのままマスクをしてワクチンが出来るのを待つ状況です。世の
中不景気になって行くと思いますが、株価も戻っていますし、不動産も相変わらず強いので東京一極集中
は変わらないと思います。しかし、リモートワークで伊勢原に移住する人も増えています。
（２） 今がチャンス！～業容拡大、従業員採用強化、育成～
資金調達がしやすい時です。今こそ新しい商売にチャレンジしてください。
（３） 事業を継続するのは大変です～事業承継とＭ＆Ａ～
借り入れの制度は充実しています。しかし返済しなければならないので、事業継続の様々な方法を考えて
おく必要があります。
（４） 地域とともに～地方創生への取り組み、電子地域通貨で地元貢献～
銀行も色々な取り組みをしています。電子通貨を発行し、地域で使用出来るようにして、地域活性に貢献
しています。
３．
地銀再編～銀行は多すぎる議論～
（１） 本当に銀行は多すぎるのでしょうか？～多すぎてもデメリットない？～
選択肢としては数が多い方がいいと思います。銀行にもそれぞれ考え方があるので、
お客様のニーズに合わせて残して行くこともいいかと思います。
（２） 預金・融資・為替では食っていけない～各行で生き残る工夫をしていく～
色々な取り組みをしながら継続して行きます。
（３） 再編だけが地銀を救う道ではない～さまざまな収益機会の創出～

ちばぎんとノウハウの共有等もしているので、再編だけが道ではないと思います。

４．
半沢直樹と銀行の現状（オマケ）
（１） 銀行と税務調査官、金融庁検査官
20 年前にはドラマのような調査官、検査官もいましたが、今はいません。
（２） 銀行と証券→協業関係にあるので、競合関係になることは全くのフィクションです。

ご清聴ありがとうございました。

